
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 総務部総務課 課長名 重田 雅行 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

国、県、市町村の役割が大きく変わりつつある中で、県は、市町村や地域の団体、民間企業などと互いの知恵やち

からを生かしながら広域自治体として必要な役割を十分に展開できるよう、真に果たすべき分野に予算や人員を重点

的に振向けることができる県庁経営システムを築いていかなければなりません。 

そのために、17年 10月に策定した「千葉県行財政システム改革行動計画（平成17年度～20年度）」の着実な推進

を通じて、常に職員の意識改革を促し、時代を先取りし、県民の目線に合わせた効率的な業務執行を行える行財政基

盤を確立し、県民に質の高いサービスを提供できる県庁の実現を図ります。 

２ 施策の概要 

施策名 県庁経営システム改革の推進 
施策 
コード

４ － ０ ２ ０ １

アクションプラン 
における位置付け 

施策３２ 県庁経営システムの質的転換 

上位政策 
計画等 

あすのちばを開く１０のちから 
千葉県行財政システム改革行動計画 

（平成17年度～20年度）

関係
課名

財政課、その他関係課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

行財政システム改革行動計画（平成 17

年度～20年度）の達成割合＊ 

改革行動計画の作成 

（17年度） 

全改革項目の計画ど

おりの進捗 

（18年度） 

全改革項目の達成 

（20年度） 

取組項目の 89％で概

ね計画どおり進捗 
Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

社会経済情勢の変化や国の制度改革等の影響を受ける場合があります。 

目標の 

達成状況総括 

 県庁経営改革の推進に向けて順調に進んでいます。 

 この理由として、①18年度から59施設に新たに指定管理者制度を導入したこと、②18年 10

月に新たな「公社等外郭団体の見直し方針」を決定したこと、③公社等外郭団体の削減を進め

たこと、④業務の実施方法に関する調査を実施したことなどが挙げられます。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

― ― 
金額

― ― 

16.8 6.0 
Ⅰ 

（民間能力の活用による新しい行政システムの構築） 

民間委託の推進や市場化テストの検討などを積極的に進

め、民間になじむ事業については積極的に移行します。また、

民間の活動等を妨げる規制の改革を進めるなど、民間能力の

活用を積極的に推進します。 人員

16.8 6.0 

114,617 109,611 

金額

124,780 106,393 

34.0 47.0 

Ⅱ 

（効率的な組織編成と分権時代に対応した職員の育成） 

県の役割見直しと事業の選択と集中、民間能力の積極的な

活用を進め、定員適正化と効率的な組織編成に取り組みます。

さらに柔軟な人員配置や能力・実績を重視する客観的で公

正な人事評価制度や職員の潜在能力を引き出す研修の検討を

進め、分権時代に対応した人材の育成・確保に努めます。 

あわせて、社会情勢等の変化を踏まえ、給与の適正化を図

ります。 

人員

34.0 34.0 



― 2,231 
金額

― 1,260 

14.2 14.0 
Ⅲ 

（内部管理業務、総務部関係政策の立案・調整など） 

総務部内の各施策が着実に進むように必要な調整等を行いま

す。 

人員

14.2 14.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年） 
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

アウトソーシングの推進＊ 
定型的業務等の調査 
（17年度） 

定型的業務等におけ
る民間委託の拡大 
（18年度） 

ながうらワークホー
ムを民間へ移譲、船橋
オートレースの運営
について包括的な民
間委託を行う等、新た
なアウトソーシング
を推進しました。 
業務の実施方法等に
ついての全庁調査を
実施しました。 
（18年度） 

Ａ

Ⅰ 

指定管理者制度の導入＊ 
3施設 
（17年度） 

63施設 
（18年度） 

62施設 
（18年度） 

Ａ

効率的な組織機構づくり 

①担当部長、担当課長 
  の新設 
②観光立県ちばの実現 
  のための体制整備 
③農業関係各課の 
  業務分担の見直し 
④水産関係試験研究 
  機関の統合  
などを実施しました。 
（17年度） 

職員構成も踏まえ効
率的な組織編成に努
めます。特に出先機関
については、市町村合
併の進展や県の役割
等を踏まえ再編に務
めます。 
（18年度） 

新たな行政需要や重
点施策の推進に重点
的に人員を配置する
ほか、君津幹線道路建
設事務所を始めとす
る出先機関の統廃合
により、より簡素で効
率的な組織体制とし
ました。（19年 4月）

Ａ

公社等外郭団体の見直し 

以下のとおり見直しを
行いました。 
団体数 56団体 

→49団体 
役職員数 860人削減 
（14～17年度） 

環境変化に応じて見
直し方針を検証し、必
要な見直しを行いま
す。 
（18年度） 

改革方針を見直した
結果、以下のとおりと
なりました。 
（18年 10月） 
団体の削減 
49団体（17年度当初）
→46 団体（18 年度当
初） 
→42 団体（19 年度当
初） 

ＡⅡ 

定員管理の適正化 

定員適正化計画（平成
15～17 年度）に基づき
３年間で職員を 1,261
人削減しました。 
また、県の役割、事業の
選択と集中を踏まえ、業
務量に見合った新たな
定員適正化計画を策定
します。 
（17年度） 

新たな定員適正化計
画を実行します。 
（18年度） 

重要施策等の推進に
人員を振り向ける一
方、出先機関を始めと
する「機関の統廃合」
や「事務執行体制の見
直し」を行い、299人
の職員を削減し、計画
2年間で548人の職員
を削減しました。 
（19年 4月） 

Ａ

Ⅱ 
分権時代に対応した職員の能力
向上 

新たな人事評価制度や
職員の潜在能力を引き
出す研修の仕組みを検
討し、チャレンジ精神を
もった職員を育成して
います。 
（17年度） 

新たな人事評価制度
や職員の潜在能力を
引き出す研修の仕組
みを検討し、チャレン
ジ精神をもった職員
を育成します。 
（18年度） 

目標チャレンジプロ
グラムを全職員対象
に本格実施するとと
もに、研修の基本方針
の内容を見直し、「千
葉県人財開発基本方
針」を策定しました。
(18年度) 

Ａ



仕事と生活時間のバランスがと
れた働き方ができる環境の整備 

千葉県仕事・子育て両立
支援プラン（17 年度～
21 年度）に掲げた各種
施策を推進しています。
（17年度） 

千葉県仕事・子育て両
立支援プラン（17 年
度～21 年度）に掲げ
た各種施策の推進に
努めます。特に男性職
員の育児休業につい
ては取得率 50％を目
標として取組みます。 
（21年度） 

千葉県仕事・子育て両
立支援プラン（17 年
度～21 年度）に掲げ
た各種施策を推進し
ました。男性職員の育
児休業の取得率は、
3.5％にとどまってい
ますが、子供の看護等
の場合に取得できる
子育て休暇の男性職
員の取得者数は、平成
18 年は 419 人と前年
の 2.2 倍となりまし
た。 
（18年度） 

Ｂ

給与及び特殊勤務手当等の見直
し 

より職員の職務・職責や
実績に応じた給与とな
るよう、給与構造の見直
しを行っています。ま
た、社会情勢等を踏ま
え、退職時特別昇給を廃
止するなど、適正化を図
っています。 
（17年度） 

新たな給与制度を実
施するとともに、より
職員の職務・職責や実
績に応じた給与とな
るよう、さらに検討を
進めます。 
また、特殊勤務手当等
について、社会情勢や
業務内容の変化を踏
まえ、適正化を図りま
す。 
（18年度） 

管理職手当の定額化
など給与構造改革を
着実に実施しました。
また、特殊勤務手当に
ついて、社会情勢や業
務内容の変化を踏ま
え、手当の廃止、支給
額の見直しなどを行
いました。 
（18年度） 

Ａ

Ⅲ 
総務部内の予算編成及び各施策
が着実に進むように必要な調整
等を的確に行うこと 

社会経済情勢等の変化
に即応した表彰制度の
見直しや各種施策の調
整等に努めています。 
（17年度） 

社会経済情勢等の変
化に即応した表彰制
度の見直しや各種施
策の調整等に努めま
す。 
（18年度） 

社会経済情勢等の変
化に即応した表彰制
度の見直しや各種施
策の調整等に努めま
した。 
（18年度） 

Ａ

 

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ. 民間能力の活用による新しい行政システムの構築 
限られた財源の中で県民ニーズに応えた政策を着実に実行するには、市町村との役割分担の見直し

や民間能力の活用及びＮＰＯ等県民との協働などを進める必要があります。 
Ⅱ．効率的な組織編成と分権時代に対応した職員の育成 

ＩＴ化の進展に伴う事務処理の効率化・合理化、市町村合併の進捗や県と市町村との役割の見直し
等を踏まえ、地域の特性に応じた機能強化等も含め、組織のあり方について検討し、再編を進める必
要があります。 
県民の視点に立った政策を立案・運営していくために、職員の意識改革を進め、職員一人ひとりの

意欲や能力と経験を最大限に活かし、政策立案能力と組織の活力を高めていく必要があります。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ. 民間能力の活用による新しい行政システムの構築 
民間委託や市場化テストの検討などを積極的に進めるなど、アウトソーシングを推進します。 
公の施設の管理について指定管理者制度を積極的に導入し、県民サービスの向上と行政コストの縮

減を図ります。 
経済の活性化と県民負担の軽減を図るため、条例等による規制、県が独自に設定している規制の撤

廃・緩和や許認可等事務手続きを簡素化します。 
Ⅱ．効率的な組織編成と分権時代に対応した職員の育成 
  県の業務量に見合った定員適正化と、出先機関の再編など効率的な組織編成を行います。 

職務遂行にあたり発揮した能力や実績を的確に把握・評価するより客観的な人事評価制度の具体的
な検討を行い、実施していきます。 
新たな人材開発に関する基本的な方針を策定し、国・民間企業等との人事交流や研修・人事制度と

連携した人材開発など仕組みを整備し、意欲と能力を備えた職員の育成を進めます。 
民間準拠を基本として、より職員の職務・職責や実績に応じた給与となるよう給与構造の見直しを

行い、あわせて、特殊勤務手当等について、社会情勢や業務内容の変化を踏まえ適正化を図ります。
職員仕事・子育て両立支援プランを通じた取組を更に進め、仕事と生活時間のバランスのとれた働

き方のできる環境の整備を目指します。また、職員の大量退職時期を迎えることから、これまで県に
蓄積されたノウハウ等を活かしていくための取組を行います。 

Ⅲ．内部管理業務、総務部関係政策の立案・調整など 
引き続き、これまでの取組等を進めていきます。 



昨年度との 
主な変更点・ 

改善点 

Ⅱ．効率的な組織編成と分権時代に対応した職員の育成 
人事委員会の勧告に基づき、次のような平成18年度以降の給与構造の改革を行います。 
・職員給与への地場賃金の反映（国に準じた給料表水準の引き下げ、地域手当の新設） 
・年功的給与上昇を抑制し、より職務・職責に応じた給与を推進 
・勤務実績の給与への反映 

Ⅲ．内部管理業務、総務部関係政策の立案・調整など 
新たに公益通報者保護に関する事務を行います。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・行財政システム改革行動計画の進捗状況の
点検・公表・取組の進捗管理（通年） 

・千葉県仕事・子育て両立支援プランの推進、
目標チャレンジプログラム及び職員研修
の実施（通年） 

・予算執行、決算業務、予算編成作業（通年）
・行政対象暴力対策研修・相談など（通年）

４月 
～６月

・行財政システム改革行動計画の進捗状況の 
 点検・取組の進捗管理(通年) 
・18年度から新たに59施設に指定管理者制度を
 導入。（既に導入済の施設を含め、18年度末現
 在62施設。） 
・千葉県仕事・子育て両立支援プランの推進、 
 目標チャレンジプログラム及び職員研修の実 
 施（通年） 
・予算執行、決算業務、予算編成作業（通年） 
・行政対象暴力対策研修・相談など（通年） 
・育休任期付職員制度の導入（4月1日） 
・男性職員育休取得促進啓発用ポスターの作成 
 （4月） 
・ノー残業デー啓発用ポスターの作成（4月） 
・ノー残業デー強化月間の設定（5月） 
・事業仕分けの最終結果を公表（5月） 

７月 

～９月 

 

７月 
～９月

・行財政システム改革行動計画に基づく 
 17年度の取組状況を公表（7月） 
・男性育児休業取得者等意見交換会の開催 
 （8月 30日） 

10月 

～12月 

・文化の日表彰（11月 3日） 

10月 
～12月

・新たな「公社等外郭団体の見直し方針」を 
 決定し、公表（10月） 
・「男性職員の育児休業を考える」講演会の開催
（10月 25日） 
・公社等外郭団体の17年度決算に基づく経営状
 況等の公表（11月） 
・ノー残業デー強化月間の設定（11月） 
・文化の日表彰（11月 3日） 
・業務の実施方法等に関する調査を実施（12月）

１月 

～３月 

 
１月 
～３月

・指定管理者のモニタリング（継続監視）に 
 関するガイドライン（指針）を策定（3月） 
・人事評価に関する苦情相談実施要綱の制定 
 （3月） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

 定員適正化や給与の抑制・適正化等に取り組み、18 年度当初予算において約 266 億円、19 年度
当初予算において約92億円の歳出抑制効果を得ることができました。 
 
Ⅰ 民間能力の活用による新しい行政システムの構築 
  18年度に新たに59施設に指定管理者制度を導入するなど、民間能力の活用を進めました。 
Ⅱ 効率的な組織編成と分権時代に対応した職員の育成 
 ①公社等外郭団体を取り巻く環境変化を踏まえて、新たな見直し方針を決定しました。 

  ②職員育成として以下の取り組みを行いました。 
   ・目標チャレンジプログラムを全職員対象に実施。 
   ・評価結果の活用について、プロジェクトチーム等による検討を実施し、職員へ周知。 
   ・人事評価に関する苦情相談実施要綱を制定。 
   ・研修の基本方針の内容を見直し、目指すべき職員像などを盛り込んだ「千葉県人財開発基
    本方針」を策定。 
  ③平成17年 3月に作成した「千葉県職員仕事・子育て両立支援プラン」に基づき、育休任期
   付制度の導入、男性職員育児休業取得促進の啓発用ポスターの作成、ノー残業デー強化月間
   （5月、11月）の設定を行うなど、職員が仕事と家庭を両立させ、いきいきと意欲的に仕事
   に取り組むとともに、次世代を担う子どもを安心して健やかに生み育てることができる環境
   の整備に努めました。 



  ④特殊勤務手当について、社会情勢や業務内容の変化を踏まえ、手当の廃止（９手当）、支給
   対象業務の見直し（５手当）、手当額の見直し（７手当）、支給方法の見直し（８手当）など
   の見直しを行い、より一層の適正化を図りました。 

特記事項  

残された 

課題 

Ⅰ. 民間能力の活用による新しい行政システムの構築 
  分権型社会の一層の進展、職員の大量退職の到来、厳しい財政状況など、県を取り巻く環境は
 大きく変化しています。そのため、県の役割を明確にしたうえで多様な主体と連携・協働を進め、
 真に必要な分野に予算や人員を重点的に振り向けることができるよう、県庁経営システムを質的
 に転換していく必要があります。 
Ⅱ 効率的な組織編成と分権時代に対応した職員の育成 
 ・目標チャレンジプログラムを活用した人事評価制度を円滑に運用するためには、職員の理解を
  促し、公平性や納得性を高める必要があります。 
 ・「千葉県職員仕事・子育て両立支援プラン」に掲げた取り組みを引き続き推進していく必要が
  あります。 
 ・給与制度については、職員の職務・職責や実績に応じた給与制度とするため、引き続き給与構
  造改革を着実に推進していくとともに、社会情勢の変化等に即した適正な制度をとする必要が
  あります。 

方向性 

  □Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：□Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：□Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ  拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ. 民間能力の活用による新しい行政システムの構築 
  環境の変化にスピーディーかつ的確に対応するため、毎年度、取組状況を確認し、改革事項や
 数値等を点検していくこととしています。 
 
Ⅱ 効率的な組織編成と分権時代に対応した職員の育成 
 ・目標チャレンジプログラムの適正な運用のために、以下の２点を行います。 
  １．評価結果の活用へ向けて評価者研修等の充実を図る。 
  ２．職員能力再開発研修について、プロジェクトチーム等による検討を実施し、 
    制度案をまとめ職員へ周知する。 
 ・男性職員の育児休業取得促進については、取得率５０パーセントを目標として積極的に取り組
  みます。 
 ・「ノー残業デー」の徹底等により時間外勤務の縮減を図るとともに、年休の取得を促進し、 
  総労働時間の縮減に努めます。 
 ・職員の職務・職責や実績を的確に反映させるため人事評価制度に基づく評価の活用などに取り
  組むとともに、社会情勢等の変化を踏まえながら、引き続き給与制度の見直しを実施していき
  ます。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

今後の取組方法については指示事項なし。 

なお、男性職員の育児休業の取得促進や「ノー残業デー」の徹底等により、仕事と生活時間のバランスの取れた働き

方が出来るよう、さらに環境整備を促進すること。 

 


